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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力装置を通じて入力される指示に応じて、複数の異なる種類のビューアの画面上にそ
れぞれ表示される情報に対して連動した変化を与える１又は複数のコンピュータによる情
報表示方法であって、
　第１のフォーマット変換手段が、回路基板の回路図ＣＡＤデータを第１の標準フォーマ
ットに変換するとともに、第２のフォーマット変換手段が、前記回路基板のレイアウト図
ＣＡＤデータを第２の標準フォーマットに変換し、
　第１の表示処理手段が、前記第１の標準フォーマットに変換された回路図ＣＡＤデータ
に基づく回路図を回路図ビューアの画面上に表示するとともに、第２の表示処理手段が、
前記第２の標準フォーマットに変換されたレイアウト図ＣＡＤデータに基づくレイアウト
図をレイアウト図ビューアの画面上に表示し、
　前記第１の表示処理手段もしくは前記第２の表示処理手段が、前記回路図ビューア及び
前記レイアウト図ビューアのいずれか一方の画面上で指定される回路要素を、当該画面上
において特定の色で区別表示させるとともに、情報受渡処理手段が、当該画面上で前記指
定された回路要素を識別するための情報を他のビューア側に通知し、
　前記通知を受けたビューア側の画面上において、前記第１の表示処理手段もしくは前記
第２の表示処理手段が、前記通知された情報が示す回路要素に相当する要素を特定の色で
区別表示し、
　前記第２の表示処理手段および第３の表示処理手段が、それぞれ、前記レイアウト図Ｃ
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ＡＤデータに基づく２次元レイアウト図および３次元レイアウト図を別々の画面上に表示
し、前記指定された回路要素を、前記２次元レイアウト図および前記３次元レイアウト図
の各画面上において同時に特定の色で区別表示させることを特徴とする情報表示方法。
【請求項２】
　前記第３の表示処理手段が、前記３次元レイアウト図の中に表示される回路基板を構成
する個々の層の間隔を可変にすることを特徴とする請求項１記載の情報表示方法。
【請求項３】
　第３のフォーマット変換手段が、前記回路基板に関連する筐体構造図ＣＡＤデータを第
３の標準フォーマットに変換し、
　第４の表示処理手段が、前記第３の標準フォーマットに変換された筐体構造図ＣＡＤデ
ータに基づく筐体構造図を筐体構造図ビューアの画面上に表示し、
　前記第４の表示処理手段が、前記筐体構造図ビューアの画面上で指定される筐体部分を
、当該画面上において特定の色で区別表示させるとともに、前記情報受渡処理手段が、当
該画面上で指定された筐体部分に関連する部品もしくは配線を識別するための情報をその
他のビューア側に通知し、
　前記第４の表示処理手段が、他のビューアから情報の通知を受けた場合には、前記筐体
構造図ビューアの画面上において、当該通知された情報が示す部品もしくは配線に関連す
る筐体部分を特定の色で区別表示させることを特徴とする請求項１記載の情報表示方法。
【請求項４】
　回路基板の回路図ＣＡＤデータに基づく回路図を回路図ビューアの画面上に表示する第
１の表示処理手段と、
　前記回路基板のレイアウト図ＣＡＤデータに基づくレイアウト図をレイアウト図ビュー
アの画面上に表示する第２の表示処理手段と、
　前記回路図ビューア及び前記レイアウト図ビューアのいずれか一方の画面上で指定され
る回路要素を、当該画面上において特定の色で区別表示させるとともに、当該画面上で指
定された回路要素を識別するための情報を他のビューア側に通知し、一方、他のビューア
側から当該通知を受けた場合には、通知された情報が示す回路要素に相当する要素を当該
画面上において特定の色で区別表示させる処理手段と、
　前記回路基板に関連する筐体構造図ＣＡＤデータに基づく筐体構造図を筐体構造図ビュ
ーアの画面上に表示する手段と、
　前記筐体構造図ビューアの画面上で指定される筐体部分を、当該画面上において特定の
色で区別表示させるとともに、当該画面上で指定された筐体部分に関連する部品もしくは
配線を識別するための情報をその他のビューア側に通知し、他のビューアから情報の通知
を受けた場合には、前記筐体構造図ビューアの画面上において、当該通知された情報が示
す部品もしくは配線に関連する筐体部分を特定の色で点灯もしくは点滅させる手段と、
　を具備することを特徴とする情報表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＣＢ－ＣＡＤデータに基づく回路情報や実装情報などを表示する情報表示
システムおよび情報表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データファイルの中身を閲覧するためのソフトウェアとして、ビューア（viewer）と呼
ばれるものがある。ビューアには種々なものがある。例えば、プリント回路基板（ＰＣＢ
：Print Circuit Board）のＣＡＤ（Computer Aided Design）データに基づく回路図を閲
覧するための回路図ビューアや、基板のレイアウト図を閲覧するためのレイアウト図ビュ
ーアなどが挙げられる。これらの回路図ビューアやレイアウト図ビューアは、それぞれ独
立して存在し、独立して使用されるものである。
【０００３】
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　なお、特許文献１には、プリント回路基板の実装設計を行う際に、各部品と基板との相
互関係を表示する技術が開示されている。
【特許文献１】特開平７－２６２２４１号公報（図６等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述したように、従来の技術では、回路図ビューアとレイアウト図ビューアとは互いに
独立しているため、回路図ビューアとレイアウト図ビューアとの間で、部品や配線（信号
線、電源／グラウンドプレーンを含む）の対応関係を把握することが難しいという問題が
ある。例えば、回路図上のグラウンドプレーンは、記号だけで示されており、それがレイ
アウト図上ではどこに該当するのかを把握するのは難しい。
【０００５】
　また、前述の特許文献１は、１つの画面上に複数種の図を同時に表示させる技術を開示
しているが、これは設計を行う環境において使用される技術であり、閲覧を行う環境に使
用できるものではない。すなわち、この文献の技術は、独立して存在する回路図ビューア
やレイアウト図ビューアに適用できるものではない。
【０００６】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、異なる種類のビューアの間で部品等の
対応関係を把握し易くする情報表示システムおよび情報表示方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る情報表示方法は、入力装置を通じて入力される指示に応じて、複数の異な
る種類のビューアの画面上にそれぞれ表示される情報に対して連動した変化を与える１又
は複数のコンピュータによる情報表示方法であって、第１のフォーマット変換手段が、回
路基板の回路図ＣＡＤデータを第１の標準フォーマットに変換するとともに、第２のフォ
ーマット変換手段が、前記回路基板のレイアウト図ＣＡＤデータを第２の標準フォーマッ
トに変換し、第１の表示処理手段が、前記第１の標準フォーマットに変換された回路図Ｃ
ＡＤデータに基づく回路図を回路図ビューアの画面上に表示するとともに、第２の表示処
理手段が、前記第２の標準フォーマットに変換されたレイアウト図ＣＡＤデータに基づく
レイアウト図をレイアウト図ビューアの画面上に表示し、前記第１の表示処理手段もしく
は前記第２の表示処理手段が、前記回路図ビューア及び前記レイアウト図ビューアのいず
れか一方の画面上で指定される回路要素を、当該画面上において特定の色で区別表示させ
るとともに、情報受渡処理手段が、当該画面上で前記指定された回路要素を識別するため
の情報を他のビューア側に通知し、前記通知を受けたビューア側の画面上において、前記
第１の表示処理手段もしくは前記第２の表示処理手段が、前記通知された情報が示す回路
要素に相当する要素を特定の色で区別表示し、前記第２の表示処理手段および第３の表示
処理手段が、それぞれ、前記レイアウト図ＣＡＤデータに基づく２次元レイアウト図およ
び３次元レイアウト図を別々の画面上に表示し、前記指定された回路要素を、前記２次元
レイアウト図および前記３次元レイアウト図の各画面上において同時に特定の色で区別表
示させることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る情報表示システムは、回路基板の回路図ＣＡＤデータに基づく回路
図を回路図ビューアの画面上に表示する第１の表示処理手段と、前記回路基板のレイアウ
ト図ＣＡＤデータに基づくレイアウト図をレイアウト図ビューアの画面上に表示する第２
の表示処理手段と、前記回路図ビューア及び前記レイアウト図ビューアのいずれか一方の
画面上で指定される回路要素を、当該画面上において特定の色で区別表示させるとともに
、当該画面上で指定された回路要素を識別するための情報を他のビューア側に通知し、一
方、他のビューア側から当該通知を受けた場合には、通知された情報が示す回路要素に相
当する要素を当該画面上において特定の色で区別表示させる処理手段と、前記回路基板に
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関連する筐体構造図ＣＡＤデータに基づく筐体構造図を筐体構造図ビューアの画面上に表
示する手段と、前記筐体構造図ビューアの画面上で指定される筐体部分を、当該画面上に
おいて特定の色で区別表示させるとともに、当該画面上で指定された筐体部分に関連する
部品もしくは配線を識別するための情報をその他のビューア側に通知し、他のビューアか
ら情報の通知を受けた場合には、前記筐体構造図ビューアの画面上において、当該通知さ
れた情報が示す部品もしくは配線に関連する筐体部分を特定の色で点灯もしくは点滅させ
る手段と、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　異なる種類のビューアの間で部品等の対応関係を把握し易くすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。　
　図１は、本発明の一実施形態に係る情報表示システムの機能構成を示すブロック図であ
る。なお、本発明の情報表示システムは、閲覧システムとしての機能を有しており、以下
の説明では閲覧システムと呼ぶ場合もある。閲覧システムは、ネットワークを介して接続
される複数のコンピュータ（ネットワーク上のサーバを含む）で構成してもよいし、単一
のコンピュータ（仮想サーバを内蔵する）で構成してもよい。ここでは、単一のコンピュ
ータで構成した場合の例を示す。　
　閲覧システムは、少なくとも、回路図閲覧処理部１、レイアウト図閲覧処理部２、３Ｄ
レイアウト図閲覧処理部３、ハイライト情報受渡処理部（仮想サーバ）６を含む。
【００１１】
　回路図閲覧処理部１は、回路図を閲覧するための回路図ビューアの機能に相当し、入力
処理部１１と表示処理部１２とを含む。入力処理部１１は、キーボードやマウスを通じて
回路図ビューアに対して入力される指示を処理する。表示処理部１２は、入力処理部１１
により入力処理された指示に応じて、プリント回路基板（ＰＣＢ）の回路図ＣＡＤデータ
に基づく回路図を回路図ビューアの画面上に表示したり、各種の表示処理を行ったりする
。この場合の回路図ＣＡＤデータのフォーマットは、例えば、国際標準フォーマット（Ｅ
ＤＩＦ形式）である。
【００１２】
　上記表示処理部１２には、ハイライト表示処理部１３が備えられる。このハイライト表
示処理部１３は、回路図ビューアの画面上でユーザにより指定される回路要素、例えば部
品もしくは配線（信号線、電源／グラウンドプレーンを含む）に相当する要素を、当該画
面上において特定の色で区別表示させる。区別表示としては例えば点灯もしくは点滅によ
るハイライト表示があり、指定された部品もしくは配線を識別するための識別符号（部品
番号など）を含むハイライト情報を他のビューア側に通知する機能を有する。また、この
ハイライト表示処理部１３は、他のビューアから識別符号を含むハイライト情報の通知を
受けた場合には、回路図ビューアの画面上において、当該通知されたハイライト情報に含
まれる識別符号が示す部品もしくは配線に相当する要素を特定の色で点灯もしくは点滅さ
せる（ハイライト表示させる）。
【００１３】
　レイアウト図閲覧処理部２は、レイアウト図を閲覧するためのレイアウト図ビューアの
機能（２次元表示）に相当し、入力処理部２１と表示処理部２２とを含む。入力処理部２
１は、キーボードやマウスを通じてレイアウト図ビューア（２次元表示）に対して入力さ
れる指示を処理する。表示処理部２２は、入力処理部２１により入力処理された指示に応
じて、上記プリント回路基板のレイアウト図ＣＡＤデータに基づく２次元レイアウト図を
レイアウト図ビューアの画面上に表示したり、各種の表示処理を行ったりする。この場合
の回路図ＣＡＤデータのフォーマットは、例えば、国際標準フォーマット（ＯＤＢ＋＋形
式）である。
【００１４】
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　上記表示処理部２２には、ハイライト表示処理部２３が備えられる。このハイライト表
示処理部２３は、レイアウト図ビューア（２次元表示）の画面上でユーザにより指定され
る部品もしくは配線に相当する要素を、当該画面上において特定の色で点灯もしくは点滅
させる（ハイライト表示させる）とともに、指定された部品もしくは配線を識別するため
の識別符号を含むハイライト情報を他のビューア側に通知する機能を有する。また、この
ハイライト表示処理部２３は、他のビューアから識別符号を含むハイライト情報の通知を
受けた場合には、レイアウト図ビューア（２次元表示）の画面上において、当該通知され
たハイライト情報に含まれる識別符号が示す部品もしくは配線に相当する要素を特定の色
で点灯もしくは点滅させる（ハイライト表示させる）。
【００１５】
　また、上記表示処理部２２には、実装／非実装表示処理部２４が備えられる。この実装
／非実装表示処理部２４は、レイアウト図中において、特定の色で個々の部品の実装／非
実装を区別する表示を行う機能である。
【００１６】
　３Ｄレイアウト図閲覧処理部３は、３次元レイアウト図を閲覧するためのレイアウト図
ビューアの機能（３次元表示）に相当し、入力処理部３１と表示処理部３２とを含む。入
力処理部３１は、キーボードやマウスを通じてレイアウト図ビューア（３次元表示）に対
して入力される指示を処理する。表示処理部３２は、入力処理部３１により入力処理され
た指示に応じて、上記プリント回路基板のレイアウト図ＣＡＤデータに基づく３次元レイ
アウト図をレイアウト図ビューアの画面上に表示したり、各種の表示処理を行ったりする
。この場合の回路図ＣＡＤデータのフォーマットは、例えば、国際標準フォーマット（Ｏ
ＤＢ＋＋形式）である。
【００１７】
　上記表示処理部３２には、ハイライト表示処理部３３が備えられる。このハイライト表
示処理部２３は、レイアウト図ビューア（３次元表示）の画面上でユーザにより指定され
る部品もしくは配線に相当する要素を、当該画面上において特定の色で点灯もしくは点滅
させる（ハイライト表示させる）とともに、当該画面上で指定された部品もしくは配線を
識別するための識別符号を含むハイライト情報を他のビューア側に通知する機能を有する
。また、このハイライト表示処理部３３は、他のビューアから識別符号を含むハイライト
情報の通知を受けた場合には、レイアウト図ビューア（３次元表示）の画面上において、
当該通知されたハイライト情報に含まれる識別符号が示す部品もしくは配線に相当する要
素を特定の色で点灯もしくは点滅させる（ハイライト表示させる）。
【００１８】
　また、上記表示処理部３２には、層間隔変更処理部３４が備えられる。この層間隔変更
処理部３４は、３次元レイアウト図の中に表示される回路基板を構成する個々の層の間隔
を可変にする機能である。
【００１９】
　ハイライト情報受渡処理部６（仮想サーバ）は、各種ビューアのいずれかの画面上で指
定された部品もしくは配線を識別するための識別符号を含むハイライト情報を受け、これ
を他のビューア側に通知するための受渡し処理を行う機能である。
【００２０】
　また、上記閲覧システムに、図２に示されるような筐体構造図閲覧処理部４を加えても
良い。この筐体構造図閲覧処理部４は、筐体構造図を閲覧するための筐体構造図ビューア
の機能に相当し、入力処理部４１と表示処理部４２とを含む。入力処理部４１は、キーボ
ードやマウスを通じて筐体構造図ビューアに対して入力される指示を処理する。表示処理
部４２は、入力処理部４１により入力処理された指示に応じて、上記プリント回路基板に
関連する筐体構造図ＣＡＤデータに基づく３次元の筐体構造図を筐体構造図ビューアの画
面上に表示したり、各種の表示処理を行ったりする。この場合の筐体構造図ＣＡＤデータ
のフォーマットは、例えば、国際標準フォーマットである。
【００２１】
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　上記表示処理部４２には、ハイライト表示処理部４３が備えられる。このハイライト表
示処理部４３は、筐体構造図ビューアの画面上でユーザにより指定される筐体部分を、当
該画面上において特定の色で点灯もしくは点滅させる（ハイライト表示させる）とともに
、当該画面上で指定された筐体部分に関連する部品もしくは配線を識別するための識別符
号を含むハイライト情報を他のビューア側に通知する機能を有する。また、このハイライ
ト表示処理部４３は、他のビューアから識別符号を含むハイライト情報の通知を受けた場
合には、筐体構造図ビューアの画面上において、当該通知されたハイライト情報に含まれ
る識別符号が示す部品もしくは配線に関連する筐体部分を特定の色で点灯もしくは点滅さ
せる（ハイライト表示させる）。
【００２２】
　更に、上記閲覧システムに、図３に示されるような解析結果閲覧処理部５を加えても良
い。この解析結果閲覧処理部５は、解析結果を閲覧するための解析結果ビューアの機能に
相当し、入力処理部５１と表示処理部５２とを含む。入力処理部５１は、キーボードやマ
ウスを通じて解析結果ビューアに対して入力される指示を処理する。表示処理部５２は、
入力処理部５１により入力処理された指示に応じて、上記プリント回路基板に関連する解
析結果データ（熱解析、強度解析、ＥＭＩ解析、電源／グラウンドプレーン解析、高速信
号解析、樹脂流動解析などの各解析結果データ）を解析結果ビューアの画面上に表示した
り、各種の表示処理を行ったりする。この場合の解析結果データのフォーマットは、例え
ば、国際標準フォーマットである。
【００２３】
　上記表示処理部５２には、ハイライト表示処理部５３が備えられる。このハイライト表
示処理部５３は、解析結果ビューアの画面上でユーザにより指定される解析結果を、当該
画面上において特定の色で点灯もしくは点滅させる（ハイライト表示させる）とともに、
当該画面上で指定された解析結果に関連する部品もしくは配線を識別するための識別符号
を含むハイライト情報を他のビューア側に通知する機能を有する。また、このハイライト
表示処理部５３は、他のビューアから識別符号を含むハイライト情報の通知を受けた場合
には、解析結果ビューアの画面上において、当該通知されたハイライト情報に含まれる識
別符号が示す部品もしくは配線に関連する解析結果を特定の色で点灯もしくは点滅させる
（ハイライト表示させる）。
【００２４】
　次に、図４を参照して、上記閲覧システムにおける閲覧制御を実現する手順を説明する
。ここでは、説明の簡単化のため、使用されるビューアが回路図ビューアおよびレイアウ
トビューアだけの場合の例について説明する。
【００２５】
　例えば、プリント回路基板の回路図ＣＡＤデータとして知られる「ＣＲ５０００ＳＤデ
ータ」を、業界標準フォーマットとして知られる「ＥＤＩＦ形式」に変換する（ステップ
Ｓ１１）。一方、プリント回路基板のレイアウト図ＣＡＤデータとして知られる「ＣＲ５
０００ＢＤデータ」を、業界標準フォーマットとして知られる「ＯＤＢ＋＋形式」に変換
する（ステップＳ２１）。
【００２６】
　この後、回路図ビューアを起動し、ＥＤＩＦ形式に変換された回路図ＣＡＤデータに基
づく回路図を回路図ビューアの画面上に表示させる。また、レイアウト図ビューアを起動
し、ＯＤＢ＋＋形式に変換されたレイアウト図ＣＡＤデータに基づくレイアウト図をレイ
アウト図ビューアの画面上に表示させる。
【００２７】
　そして、起動後の回路図ビューアとレイアウト図ビューアとの間で同期をとる（ステッ
プＳ３１）。具体的には、回路図ビューアの画面上でハイライト表示されている部品もし
くは配線があるときには、レイアウト図ビューアの画面上においても該当する部品もしく
は配線がハイライト表示されるようにする。同様に、レイアウト図ビューアの画面上でハ
イライト表示されている部品もしくは配線があるときには、回路図ビューアの画面上にお
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いても該当する部品もしくは配線がハイライト表示されるようにする。
【００２８】
　例えば、レイアウト図ビューアの画面上においてユーザがある部品もしくは配線を選択
した場合には、そのレイアウト図ビューアの画面上において該当する部品もしくは配線を
ハイライト表示させるだけでなく、同期処理によって、回路図ビューアの画面上において
も該当する部品もしくは配線をハイライト表示させる（ステップＳ１２）。
【００２９】
　一方、回路図ビューアの画面上においてユーザがある部品もしくは配線を選択した場合
には、その回路図ビューアの画面上において該当する部品もしくは配線をハイライト表示
させるだけでなく、同期処理によって、レイアウト図ビューアの画面上においても該当す
る部品もしくは配線をハイライト表示させる（ステップＳ２２）。
【００３０】
　このように、各ビューアで使用するＣＡＤデータを業界フォーマットに変換してから同
期させることにより、種々な形式のＣＡＤデータの間で連携をとることが可能となる。ま
た、２次元ＣＡＤデータと３次元ＣＡＤデータとの連携も容易になる。
【００３１】
　次に、図５を参照して、ネットワーク上のサーバを介して同期処理を行う場合の動作の
一例を説明する。　
　サーバ７は、各種のビューア（ここでは、回路図ビューアおよびレイアウト図ビューア
）が動作する個々のクライアントコンピュータにネットワークを介して接続されている。
【００３２】
　例えば、あるコンピュータのユーザが、レイアウト図ビューアの画面上においてある部
品もしくは配線を選択するものとする。この場合、ハイライト表示処理部２３は、当該選
択に応じ、そのレイアウト図ビューアの画面上において、該当する部品もしくは配線をハ
イライト表示し（ステップＳ５１）、その部品もしくは配線を識別するための識別符号を
含むハイライト情報をサーバ７へ通知する（ステップＳ５２）。
【００３３】
　サーバ７は、レイアウト図ビューアが動作しているコンピュータからハイライト情報の
通知を受けると、そのハイライト情報を、レイアウト図ビューア以外の全てのビューア（
ここでは、回路図ビューア）が動作しているコンピュータへ通知する（ステップＳ５３）
。
【００３４】
　回路図ビューアが動作しているコンピュータは、サーバ７からハイライト情報の通知を
受けると、そのハイライト情報に含まれている識別符号が示す部品もしくは配線をハイラ
イト表示させる（ステップＳ５４）。
【００３５】
　このように、ネットワークを介して、回路図ビューアとレイアウト図ビューア（２次元
レイアウト図および３次元レイアウト図を含む）とを同期させることにより、各クライア
ントで異なるビューアを使用しながら（各専門のビューアを使用しながら）、ハイライト
情報などに関する連絡をとることができる。勿論、筐体構造図ビューアや解析結果ビュー
アなども更に同期させるが可能である。
【００３６】
　次に、図６を参照して、図１に示した構成における同期処理の流れの一例を説明する。
　例えば、回路図ビューアの画面上においてユーザがある部品もしくは配線を指定するも
のとする。
【００３７】
　この場合、回路図ビューアを実現する回路図閲覧処理部１において、入力処理部１１は
、指定された部品もしくは配線を示す情報を表示処理部１２へ渡す。ハイライト表示処理
部１３は、入力処理部１１から渡された情報に基づき、回路図において指定された部品も
しくは配線を判別し（ステップＡ１）、回路図中の該当する部品もしくは配線をハイライ
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ト表示させる（ステップＡ２）。
【００３８】
　また、ハイライト表示処理部１３は、その部品等を識別するための識別符号を含むハイ
ライト情報をハイライト受渡処理部（仮想サーバ）６へ通知する（ステップＡ３）。これ
により、ハイライト受渡処理部６は、当該通知されたハイライト情報を、回路図ビューア
以外の全てのビューア（ここでは、２次元レイアウト図を閲覧するための「レイアウト図
閲覧処理部２」および３次元レイアウト図を閲覧するための「３Ｄレイアウト図閲覧処理
部３」）側へ通知する（ステップＡ３）。なお、ハイライト情報の通知の際に、「レイア
ウト図閲覧処理部２」を経由して「３Ｄレイアウト図閲覧処理部３」）へ通知するように
してもよい。
【００３９】
　レイアウト図閲覧処理部２におけるハイライト表示処理部２３は、ハイライト受渡処理
部６から通知されたハイライト情報に含まれる識別符号に基づき、２次元レイアウト図中
の該当する部品もしくは配線を判別し（ステップＡ４）、２次元レイアウト図中の該当す
る部品もしくは配線をハイライト表示させる（ステップＡ５）。
【００４０】
　同様に、３Ｄレイアウト図閲覧処理部３におけるハイライト表示処理部３３は、ハイラ
イト受渡処理部６から通知された、もしくはレイアウト図閲覧処理部２から通知されたハ
イライト情報に含まれる識別符号に基づき、３次元レイアウト図中の該当する部品もしく
は配線を判別し（ステップＡ６）、３次元レイアウト図中の該当する部品もしくは配線を
ハイライト表示させる（ステップＡ７）。
【００４１】
　図７は、回路図ビューアとレイアウト図ビューアとが、ハイライト表示に関して連携す
る様子を示す図である。　
　回路図ビューア６１は、ＥＤＩＦ形式の回路図ＣＡＤデータに基づく回路図を表示して
おり、一方、レイアウト図ビューア６２は、ＯＤＢ＋＋形式のレイアウト図ＣＡＤデータ
に基づく２次元レイアウト図を表示している。例えば、同図に示されるように、回路図中
のある部品がユーザにより選択され、その部品に相当する領域７１がハイライト表示され
ているときには、レイアウト図中の該当する部品に相当する領域７２も同様にハイライト
表示されている。このように、ユーザがある部品もしくは配線を選択した場合には、回路
図とレイアウト図の両方において該当する領域がハイライト表示されるので、検索性や情
報伝達性を高めることが可能となる。
【００４２】
　図８は、回路図ビューアの画面上に同時に表示される回路図と部品一覧表とが、ハイラ
イト表示に関して連携する様子を示す図である。　
　回路図ビューア６１は、回路図のほかに、部品一覧表（回路図中に含まれる部品の番号
）などを表示している。例えば、同図に示されるように、回路図中のある部品Ｃ２３０の
シンボルがクリック操作などにより選択されるか、もしくは部品一覧表の中からある部品
Ｃ２３０の文字列が選択されると、いま開いているページにある回路図中の部品Ｃ２３０
のシンボルと一覧表中の部品Ｃ２３０の文字列とが共にハイライト表示される。
【００４３】
　図９は、回路図ビューアの画面上で複数の回路図を読み込み、これらと複数のレイアウ
ト図から構成される基板データとがそれぞれ連携する様子を示す図である。　
　回路図ビューア６１の画面上では、回路図一覧表から複数の回路図が選択され、これら
の回路図が画面上に読み込まれる。また、これに応じて、レイアウト図ビューア６２の画
面上には、上記複数の回路図にそれぞれ対応する複数のレイアウト図が読み込まれる。こ
の場合も、回路図ビューア６１により表示される各々の回路図とレイアウト図ビューア６
２により表示される各々のレイアウト図とが、ハイライト表示に関して連携するようにな
っている。
【００４４】
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　図１０は、レイアウト図ビューアの画面上において、特定の色で個々の部品の実装／非
実装を区別する表示を行う様子を示す図である。　
　レイアウト図ビューア６２の画面上には、レイアウト図のほかに、特定の色で個々の部
品の実装／非実装を区別する表示を行うか否かを指示するための選択項目が表示されてい
る。この項目において、例えば「実装される部品類のみの表示を行う」ことをユーザが設
定した場合、レイアウト図中には実装される部品類のシンボルが、特定の色などで非実装
の部品類と区別して表示されることになる。
【００４５】
　図１１は、回路図ビューアとレイアウト図ビューアと３Ｄレイアウト図ビューアとが、
ハイライト表示に関して連携する様子を示す図である。　
　回路図ビューア６１における回路図中の部品もしくは配線が選択されると、レイアウト
ビューア６２におけるレイアウト図中の該当する部品もしくは配線がハイライト表示され
ると共に、３Ｄレイアウトビューア６３における３次元レイアウト図中の該当する部品も
しくは配線もハイライト表示される。この場合、３次元レイアウト図中では、ハイライト
部分のみが表示されるようにしてもよい。また、回路図中で選択される配線が回路基板の
各層にまたがる場合であっても、３次元レイアウト図中で図示のように立体的に表示され
るので、視覚的に把握し易いものとなる。
【００４６】
　図１２は、３Ｄレイアウトビューアにおける３次元レイアウト図の中に表示される回路
基板を構成する個々の層の間隔を可変にする様子を示す図である。
【００４７】
　３Ｄレイアウトビューア６３は、３次元レイアウト図上に、回路基板を構成する個々の
層を表示している。また、３Ｄレイアウトビューア６３は、これら各層の間隔をユーザが
見やすくなるように変化させるための参照画面６４を表示することができ。
【００４８】
　このように、本実施形態によれば、回路図ビューア、レイアウト図ビューア、３Ｄレイ
アウト図ビューア、筐体構造図ビューア、解析結果ビューアといった異なる種類のビュー
アの間で部品や配線等の対応関係を把握し易くすることが可能となる。
【００４９】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態に係る閲覧システムの機能構成を示すブロック図。
【図２】上記閲覧システムに筐体構造図閲覧処理部を加えた構成を示す図。
【図３】上記閲覧システムに解析結果閲覧処理部を加えた構成を示す図。
【図４】上記閲覧システムにおける閲覧制御を実現する手順を示すフローチャート。
【図５】ネットワーク上のサーバを介して同期処理を行う場合の動作例を示す図。
【図６】図１に示した構成における同期処理の流れの一例を示すフローチャート。
【図７】回路図ビューアとレイアウト図ビューアとが、ハイライト表示に関して連携する
様子を示す図。
【図８】回路図ビューアの画面上に同時に表示される回路図と部品一覧表とが、ハイライ
ト表示に関して連携する様子を示す図。
【図９】回路図ビューアの画面上で複数の回路図を読み込み、これらと複数のレイアウト
図から構成される基板データとがそれぞれ連携する様子を示す図。
【図１０】レイアウト図ビューアの画面上において、特定の色で個々の部品の実装／非実
装を区別する表示を行う様子を示す図。
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【図１１】回路図ビューアとレイアウト図ビューアと３Ｄレイアウト図ビューアとが、ハ
イライト表示に関して連携する様子を示す図。
【図１２】３Ｄレイアウトビューアにおける３次元レイアウト図の中に表示される回路基
板を構成する個々の層の間隔を可変にする様子を示す図。
【符号の説明】
【００５１】
　１…回路図閲覧処理部、２…レイアウト図閲覧処理部、３…３Ｄレイアウト図閲覧処理
部、４…筐体構造図閲覧処理部、５…解析結果閲覧処理部、６…ハイライト情報受渡処理
部（仮想サーバ）、１１，２１，３１，４１，５１…入力処理部、１２，２２，３２，４
２，５２…表示処理部、１３，２３，３３，４３，５３…ハイライト表示処理部、２４…
実装／非実装表示処理部、３４…層間隔変更処理部、６１…回路図ビューア、６２…レイ
アウト図ビューア、６３…３Ｄレイアウト図ビューア、６４…参照画面。
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